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(57)【要約】
【課題】制御信号（Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｓｉｇｎａｌ）と
データ信号（Ｄａｔａ　 Ｓｉｇｎａｌ）とを時間多重
する際に、ＴＴＩ内送信電力を一定とし、かつ、前記各
信号の所要ＢＬＥＲを満たすことが可能な上りリンクを
持つ無線通信システムの提供。
【解決手段】無線基地局は、送信パラメータにて、移動
局からの送信要求に応じてスケジューリングしたＴＴＩ
（Ｔｒａｎｓｍｉｔ　Ｔｉｍｅ　Ｉｎｔｅｒｖａｌ）内
で、前記制御信号と前記データ信号につき定めた所要Ｂ
ＬＥＲ（Ｂｌｏｃｋ　Ｅｒｒｏｒ　Ｒａｔｅ）を満たす
ことのできる前記制御信号及びデータ信号の符号化率を
指定する。移動局は、前記指定されたＴＴＩにて、前記
送信パラメータに含まれる制御信号及びデータ信号毎に
指定された符号化率を適用し、符号化後の制御信号及び
データ信号を時間多重して一定送信電力の送信データを
生成し、ＰＵＳＣＨを介して、無線基地局側へ送信する
。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムの移動局から無線基地局に向けた上りリンクにおける周波数分割多重
方式のデータ送信方法であって、
　前記無線基地局が、送信パラメータにて、移動局からの送信要求に応じてスケジューリ
ングしたＴＴＩ（Ｔｒａｎｓｍｉｔ　Ｔｉｍｅ　Ｉｎｔｅｒｖａｌ）内で、前記制御信号
と前記データ信号につき定めた所要受信品質を満たすことのできる前記制御信号及びデー
タ信号の符号化率を指定するステップと、
　前記移動局が、前記指定されたＴＴＩにて、前記送信パラメータに含まれる前記制御信
号及びデータ信号毎に指定された符号化率を適用し、符号化後の制御信号及びデータ信号
を時間多重して一定送信電力の送信データを生成し、無線基地局側へ送信するステップと
、を含むこと、
　を特徴とするデータ送信方法。
【請求項２】
　前記無線基地局が、前記送信パラメータに含める符号化前のデータ信号のサイズによっ
て、前記制御信号の符号化率を指定し、
　前記移動局が、前記無線基地局との間で既知である規則に従って、前記送信パラメータ
にて指定された送信データサイズと、前記符号化前のデータ信号のサイズから、前記無線
基地局側で指定された制御信号の符号化率を求めること、
　を特徴とする請求項１に記載のデータ送信方法。
【請求項３】
　前記無線基地局は、送信データに加わる制御信号のサイズを見積もって、前記符号化前
のデータ信号のサイズを算出し、前記送信パラメータに含めて送信すること、
　を特徴とする請求項２に記載のデータ送信方法。
【請求項４】
　前記移動局が、前記無線基地局との間で既知である規則に従って、送信データサイズと
、前記符号化前のデータ信号のサイズから、前記無線基地局側で指定された個々の制御信
号の符号化率を求めること、
　を特徴とする請求項２に記載のデータ送信方法。
【請求項５】
　前記無線基地局が、前記無線基地局と移動局間で既知であるインデックス値によって、
前記制御信号の符号化率を指定すること、
　を特徴とする請求項１に記載のデータ送信方法。
【請求項６】
　周波数分割多重方式でデータ転送を行う移動局から無線基地局に向けた上りリンクを有
する無線通信システムであって、
　前記無線基地局が、送信パラメータにて、移動局からの送信要求に応じてスケジューリ
ングしたＴＴＩ（Ｔｒａｎｓｍｉｔ　Ｔｉｍｅ　Ｉｎｔｅｒｖａｌ）内で、前記制御信号
と前記データ信号につき定めた所要受信品質を満たすことのできる前記制御信号及びデー
タ信号の符号化率を指定する手段を備え、
　前記移動局が、前記指定されたＴＴＩにて、前記送信パラメータに含まれる前記制御信
号及びデータ信号毎に指定された符号化率を適用し、符号化後の制御信号及びデータ信号
を時間多重して一定送信電力の送信データを生成し、無線基地局側へ送信する手段を備え
ること、
　を特徴とする無線通信システム。
【請求項７】
　前記無線基地局が、前記送信パラメータに含める符号化前のデータ信号のサイズによっ
て、前記制御信号の符号化率を指定し、
　前記移動局が、前記無線基地局との間で既知である規則に従って、前記送信パラメータ
にて指定された送信データサイズと、前記符号化前のデータ信号のサイズから、前記無線
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基地局側で指定された制御信号の符号化率を求めること、
　を特徴とする請求項６に記載の無線通信システム。
【請求項８】
　前記無線基地局は、送信データに加わる制御信号のサイズを見積もって、前記符号化前
のデータ信号のサイズを算出し、前記送信パラメータに含めて送信すること、
　を特徴とする請求項７に記載の無線通信システム。
【請求項９】
　前記移動局が、前記無線基地局との間で既知である規則に従って、送信データサイズと
、前記符号化前のデータ信号のサイズから、前記無線基地局側で指定された個々の制御信
号の符号化率を求めること、
　を特徴とする請求項７に記載の無線通信システム。
【請求項１０】
　前記無線基地局が、前記無線基地局と移動局間で既知であるインデックス値によって、
前記制御信号の符号化率を指定すること、
　を特徴とする請求項６に記載の無線通信システム。
【請求項１１】
　周波数分割多重方式でデータ転送を行う移動局から無線基地局に向けた上りリンクを有
する無線通信システムの無線基地局装置であって、
　送信パラメータにて、移動局からの送信要求に応じてスケジューリングしたＴＴＩ（Ｔ
ｒａｎｓｍｉｔ　Ｔｉｍｅ　Ｉｎｔｅｒｖａｌ）内で、前記制御信号と前記データ信号に
つき定めた所要受信品質を満たすことのできる前記制御信号及びデータ信号の符号化率を
指定する手段を備え、
　前記移動局側で、前記ＴＴＩにて、前記送信パラメータに含まれる前記制御信号及びデ
ータ信号毎に指定した符号化率を適用させ、符号化後の制御信号及びデータ信号を一定送
信電力で時間多重して送信データを生成、送信させること、
　を特徴とする無線基地局装置。
【請求項１２】
　周波数分割多重方式でデータ転送を行う移動局から無線基地局に向けた上りリンクを有
する無線通信システムの移動局装置であって、
　前記無線基地局より受信した送信パラメータにて指定されたＴＴＩ（Ｔｒａｎｓｍｉｔ
　Ｔｉｍｅ　Ｉｎｔｅｒｖａｌ）にて、前記送信パラメータに含まれる前記制御信号及び
データ信号毎に指定された符号化率を適用し、符号化後の制御信号及びデータ信号を時間
多重して一定送信電力の送信データを生成し、無線基地局側へ送信する手段を備えること
、
　を特徴とする移動局装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システム、その上りリンクにおけるデータ送信方法、基地局装置及
び移動局装置に関し、制御信号（Control Signal）がデータ信号（Data Signal）に時間
多重（Time Division Multiplex；以下「TDM」という）されることのある無線通信システ
ム、その上りリンクにおけるデータ送信方法、基地局装置及び移動局装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　標準化団体３ＧＰＰ（3rd Generation Partnership Project）では、ＬＴＥ（Long Ter
m Evolution）と呼ばれるＷｏｒｋ　Ｉｔｅｍを立ち上げ、第３世代移動体通信方式であ
るＷ－ＣＤＭＡやＨＳＤＰＡ／ＨＳＵＰＡの後継として、より高いデータレート伝送、低
遅延、パケット伝送に特化した無線アクセス方式について検討が始まっている（非特許文
献１、非特許文献２参照）。
【０００３】
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　ＬＴＥでターゲットとなる通信速度は、下りリンクで１００Ｍ～１Ｇｂｐｓ、上りリン
クで５０Ｍｂｐｓが可能となる方式を目指しており、ＦＤＤ（Frequency Division Duple
x）の無線方式としては、下りリンクでは、ＯＦＤＭＡ（Orthogonal Frequency Division
 Multiplexing）、上りリンクはＳＣ‐ＦＤＭＡ（Single Carrier Frequency Division M
ultiple Access）が候補に挙げられている。これらの無線方式が適用される場合、無線基
地局による周波数、時間軸方向の適応的なスケジューリングが適用されることになる。
【０００４】
　上記ＳＣ‐ＦＤＭＡの上りリンクにおいて、移動局の送信バッファ内にデータが滞留し
た場合、移動局は無線基地局に対して上りリソースの割り当てを要求する。無線基地局は
ＴＴＩ（Transmit Time Interval；送信時間間隔）間隔で適応的なスケジューリングを行
い、移動局に対して該当TTIでの送信許可（Signaling）を行う。送信許可を受けた移動局
は、該当TTIにて、データ信号（Data Signal）を送信する。また、移動局は、Ack/Nack、
CQI(Channel Quality Indicator)、MIMO(Multiple Input Multiple Output) Parameter等
の制御信号（Control Signal）を周期的、あるいは、定められたタイミングにて送信を行
う。
【０００５】
　上記した制御信号（Control Signal）は、送信すべきデータ信号（Data Signal）があ
る場合、ＰＵＳＣＨ（Physical Uplink Shared Channel）と呼ばれる物理チャネル上にデ
ータ信号（Data Signal）と時間多重される。また、時間多重される制御信号（Control S
ignal）として、データ信号（Data Signal）の送信パラメータを通知する制御用情報（Da
ta Associated Signal）を用いないことが、標準化団体においてほぼ決定している。
【０００６】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１１　ｖｅｒ．０．３．０（Ｐｈｙｓｉｃａ
ｌ　Ｃｈａｎｎｅｌｓ　ａｎｄ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ（Ｒｅｌｅａｓｅ８））
【非特許文献２】３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．３００　ｖｅｒ．０．１．０（Ｏｖｅｒａｌｌ
　ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　Ｓｔａｇｅ　２（Ｒｅｌｅａｓｅ ｘ））
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記のように、制御信号（Control Signal）とデータ信号（Data Signal）とを時間多
重する際に、ＴＴＩ内での送信電力を一定とし、制御信号（Control Signal）の符号化率
を一定とする方法では、制御信号（Control Signal）の受信品質が保てないケースが起こ
りうる。
【０００８】
　Ｗ－ＣＤＭＡでは、制御信号（Control Signal）とデータ信号（Data Signal）との所
要ＢＬＥＲ（Block Error Rate）を満たすために、ＴＴＩ内でデータ信号（Data Signal
）と制御信号（Control Signal）との電力比を可変とすることで対応していたが、ＳＣ‐
ＦＤＭＡでは、ＴＴＩ内での電力比を変えるとピーク対平均電力比（Peak to Average Pe
ak Ratio；ＰＡＰＲ）が大きくなってしまうという問題点がある。
【０００９】
　また、制御信号（Control Signal）とデータ信号（Data Signal）とを時間多重する際
に、制御用情報としてData Associated Signalを用いずに、無線基地局が移動局からのデ
ータ信号（Data Signal）と制御信号（Control Signal）とを復号できるようにする必要
がある。
【００１０】
　本発明は、上記した事情に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、制
御信号（Control Signal）とデータ信号（Data Signal）とを時間多重する際に、ＴＴＩ
内送信電力を一定とし、かつ、前記各信号の所要受信品質を確保することが可能な無線通
信システム、その上りリンクにおけるデータ送信方法、基地局装置及び移動局装置を提供
することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の第１の視点によれば、無線通信システムの移動局から無線基地局に向けた上り
リンクにおける周波数分割多重方式のデータ送信方法であって、前記無線基地局が、送信
パラメータにて、移動局からの送信要求に応じてスケジューリングしたＴＴＩ（Ｔｒａｎ
ｓｍｉｔ　Ｔｉｍｅ　Ｉｎｔｅｒｖａｌ）内で、前記制御信号と前記データ信号につき定
めた所要受信品質を満たすことのできる前記制御信号及びデータ信号の符号化率を指定す
るステップと、前記移動局が、前記指定されたＴＴＩにて、前記送信パラメータに含まれ
る前記制御信号及びデータ信号毎に指定された符号化率を適用し、符号化後の制御信号及
びデータ信号を時間多重して一定送信電力の送信データを生成し、無線基地局側へ送信す
るステップと、を含むこと、を特徴とするデータ送信方法が提供される。
【００１２】
　本発明の第２の視点によれば、周波数分割多重方式でデータ転送を行う移動局から無線
基地局に向けた上りリンクを有する無線通信システムであって、前記無線基地局が、送信
パラメータにて、移動局からの送信要求に応じてスケジューリングしたＴＴＩ（Ｔｒａｎ
ｓｍｉｔ　Ｔｉｍｅ　Ｉｎｔｅｒｖａｌ）内で、前記制御信号と前記データ信号につき定
めた所要受信品質を満たすことのできる前記制御信号及びデータ信号の符号化率を指定す
る手段を備え、前記移動局が、前記指定されたＴＴＩにて、前記送信パラメータに含まれ
る前記制御信号及びデータ信号毎に指定された符号化率を適用し、符号化後の制御信号及
びデータ信号を時間多重して一定送信電力の送信データを生成し、無線基地局側へ送信す
る手段を備えること、を特徴とする無線通信システム及び該無線通信システムで用いる無
線基地局装置及び移動局装置が提供される。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、受信品質の悪化やＰＡＰＲの増大を招くことなく、制御信号（Contro
l Signal）とデータ信号（Data Signal）とを時間多重することが可能となる。その理由
は、ＴＴＩ内の電力を変えるのではなく、各信号の符号化率を可変とすることで受信品質
を確保することができるようにしたことにある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　続いて、本発明を実施するための最良の形態について図面を参照して詳細に説明する。
はじめに、周波数分割多重方式にてデータ転送を行う上りリンクを有する無線通信システ
ムの概要について説明する。
【００１５】
　図１は、無線通信システムの概略構成を表した図である。図１を参照すると、無線基地
局Ａ１０１と、無線基地局Ａ１０１と通信する移動局Ａ１０２、移動局Ｂ１０３とが示さ
れている。無線基地局Ａ１０１と通信する移動局Ａ１０２、無線基地局Ａ１０１と通信す
る移動局Ｂ１０３間は、それぞれＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃ
ｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＰＵＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏ
ｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を介して必要な制御情報を送受信するとともに、ＰＵＳＣ
Ｈ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を介して上り方
向のデータ伝送を行うことが可能となっている。
【００１６】
　図２は、無線基地局、移動局間の通信シーケンスを表した図である。無線基地局は、移
動局に対してスケジューリングを行う際、ＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ Ｄｏｗｎｌｉ
ｎｋ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｃｈａｎｎｅｌ）を用いて該当移動局に対して送信パラメータを通
知（Ｓｉｇｎａｌｉｎｇ）する。
【００１７】
　ＰＤＣＣＨにて送信パラメータを受け取った移動局は、送信すべきデータがある場合、
ＰＵＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を用い
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てデータ信号（Data　Signal）及び制御信号（Control　Signal）を時間多重し無線基地
局に対して指示されたＴＴＩにて送信する。
【００１８】
　なお、以下の実施形態において、該当ＴＴＩでの制御信号（Control　Signal）のBit数
（符号化及びレートマッチング処理前のControl Block Size；以下、「ＣＢＳ」という）
が、予め定めたルール等により、無線基地局及び移動局において既知であるものとして説
明する。
【００１９】
　［第１の実施形態］
　本発明の第１の実施形態は、上記無線基地局が、上記送信パラメータとして、ＢＰＳＫ
、ＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ等の変調方式（Mod_tx）、帯域幅（N_tx）、移動局から無線基地
局側へのＰＵＳＣＨ送信電力値（P_tx）と、データ信号（Data　Signal）及び制御信号（
Control　Signal）の符号化率を送信パラメータに含めて送信することを特徴とする。
【００２０】
　前提として、無線基地局において、該当移動局が送信している上り無線リンク品質測定
用のＲｅｆｅｒｅｎｃｅ Ｓｉｇｎａｌの電力値(Ｐ＿ＵＥ＿Ｒｅｆ)が既知である。また
、無線基地局は、測定された受信品質等を考慮して、割り当て変調方式（Mod_tx）、帯域
幅（N_tx）を決定できるものとする。
【００２１】
　まず、無線基地局は、測定された受信品質、決定した変調方式（Mod_tx）より、データ
信号の所要ＢＬＥＲ（BLER_target_dat）を満たすデータ信号（Data Signal）の符号化率
（Rdat）を算出する。このデータ信号（Data Signal）の符号化率（Rdat）の算出は、シ
ミュレーションを予め行って得られたテーブル等を参照することにより簡略化することが
できる。
【００２２】
　続いて、無線基地局は、測定された受信品質、決定した変調方式（Mod_tx）より、制御
信号の所要ＢＬＥＲ（BLER_target_ctrl）を満たす制御信号（Control Signal）の符号化
率（Rctrl）を算出する。この制御信号（Control Signal）の符号化率（BLER_target_ctr
l）の算出も、シミュレーションを予め行って得られたテーブル等を参照することにより
簡略化することができる。
【００２３】
　なお、データ信号（Data Signal）の符号化率（Rdat）を先に算出することとしている
のは、制御信号（Control Signal）の情報量は、データ信号（Data Signal）に比べて格
段に小さいことによる。
【００２４】
　無線基地局は、変調方式（Mod_tx）、帯域幅（N_tx）、送信データサイズ（TxBS）、Ｐ
ＵＳＣＨ送信電力値（P_tx）に加えて、上記各信号の符号化率（Rdat、Rctrl）を送信パ
ラメータとして移動局に送信する。
【００２５】
　これにより、符号化及びレートマッチング処理前の制御信号のサイズ（CBS）が既知で
あるため、CCBS=CBS/(Rctrl)より、符号化及びレートマッチング処理後の制御信号のサイ
ズ（CCBS）を算出することができる。
【００２６】
　上記のように符号化及びレートマッチング処理後の制御信号のサイズ（CCBS）が得られ
ると、CDBS=TxBS-CCBSより、符号化及びレートマッチング処理後のデータ信号のサイズ（
CDBS）を算出することができる。なお、送信データサイズ（TxBS）は、送信パラメータに
含まれる変調方式（Mod_tx）及び帯域幅（N_tx）を用いて一意に算出することができる。
【００２７】
　更に、符号化及びレートマッチング処理後のデータ信号のサイズ（CDBS）が得られると
、DBS=CDBS×(Rdat)より、符号化及びレートマッチング処理前のデータ信号のサイズ（DB
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S）を算出することができる。
【００２８】
　以上により、無線基地局へのデータ転送に必要なパラメータが特定され、送信ＴＴＩ内
の電力を一定とし、かつ、各信号に適用する符号化率を変更することにより、各信号の所
要BLERを満たすことが可能となる。
【００２９】
　図３は、上記のようにして得られた送信パラメータを用いて送信データを生成する移動
局の構成を表した図である。該当ＴＴＩにおいて、Ack/Nack、CQI、MIMOパラメータ等の
各制御信号（Control Signal）の送信Bit数の総和(CBS；Control Block Size)が符号化及
びレートマッチング部２０１に送られて、上記した符号化率（Rctrl）を適用して符号化
及びレートマッチング処理される（Repetition又はPuncturing）。
【００３０】
　一方、データ信号（Data Signal）の送信Bit数の総和(DBS；Data Block Size)が符号化
及びレートマッチング部２０２に送られて、上記した符号化率（Rdat）を適用して符号化
及びレートマッチング処理される（Repetition又はPuncturing）。
【００３１】
　上記符号化及びレートマッチング処理されたデータ（CCBS及びCDBS）は、物理チャネル
マッピング部２０３にて、時間多重される。この時のデータサイズはTxBS(Transmit Bloc
k Size)であり、TxBS= CCBS+CDBSが成り立つ。
【００３２】
　その後、時間多重されたデータに対して、乗算器２０４にてP_tx分の電力値が乗算され
、ＤＦＴ部２０５にてＤＦＴ（離散フーリエ変換）を行い周波数軸上に変換される。その
後、サブキャリアマッピング部２０６にて、サブキャリア毎のマッピングが行われ、ＩＦ
ＦＴ部２０７にて、逆高速フーリエ変換を行い再び時間軸上に戻した後、ＣＰ挿入部２０
８にてＣＰ（Cyclic Prefix）を所定の位置に付けて、送信される。
【００３３】
　［第２の実施形態］
　続いて、送信パラメータのオーバヘッドを低減するため、上記無線基地局が、データ信
号（Data　Signal）及び制御信号（Control　Signal）の符号化率に代えて、符号化及び
レートマッチング処理前のデータ信号のサイズ（DBS）を送信パラメータに含めて送信す
る第２の実施形態について説明する。
【００３４】
　本実施形態は、制御信号（Control　Signal）の情報量がデータ信号（Data　Signal）
に比べて格段に小さく、符号化及びレートマッチング処理前のデータ信号のサイズ（DBS
）と送信データサイズ（TxBS）から求めた暫定符号化率（DBS/TxBS）が、実際のデータ信
号（Data　Signal）の符号化率（DBS/CDBS）と近似できる（DBS/TxBS≒DBS/CDBS）ことを
利用している。
【００３５】
　無線基地局と移動局がそれぞれ、上記暫定符号化率（DBS/TxBS）より、一意に求まる制
御信号（Control　Signal）の符号化率（Rctrl）を持つことにより、各信号の符号化率を
送信せずに、必要な送信パラメータを揃えることができるようにする。
【００３６】
　図４は、符号化及びレートマッチング処理前のデータ信号のサイズ（DBS）と送信デー
タサイズ（TxBS）から求めた暫定符号化率（DBS/TxBS）から、制御信号（Control　Signa
l）の符号化率（Rctrl）を求めるためのテーブルの例である。RdatTh_x（ｘはｎ以下の自
然数）は、暫定符号化率(＝DBS/TxBS)から、制御信号（Control　Signal）の符号化率を
決定するための閾値を示している。
【００３７】
　図４の制御信号符号化率Rctrl_x（ｘはｎ以下の自然数）は、制御信号（Control　Sign
al）の所要ＢＬＥＲ（BLER_target_ctrl）を満たすための制御信号（Control　Signal）
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の符号化率（CBS/CCBS）である。具体的には、上記した第１の実施形態と同様にシミュレ
ーションを予め行って得ることでき、一般的にRctrl_1＜Rctrl_2＜・・・＜Rctrl_nを満
たすよう設定される。
【００３８】
　第１の実施形態と同様に、送信データサイズ（TxBS）は、送信パラメータに含まれる変
調方式（Mod_tx）及び帯域幅（N_tx）を用いて一意に算出することができる。移動局は、
DBS/TxBSより図４に例示したテーブル等を参照して制御信号符号化率Rctrl_xを決定し、
次いで、CBS/Rctrl_xより符号化及びレートマッチング処理後の制御信号のサイズ（CCBS
）を算出し、次いで、TxBS-CCBSより、符号化及びレートマッチング処理後のデータ信号
のサイズ（CDBS）を算出して、すべての必要な送信パラメータを特定する。
【００３９】
　なお、送信パラメータを算出する際に、無線基地局が、移動局側での制御信号符号化率
Rctrl_xによる制御情報の符号化処理（制御情報のサイズによる影響）を考慮に入れて、
上記符号化及びレートマッチング処理前のデータ信号のサイズ（DBS）を決定することも
望ましい。これにより、より効率の良いデータ伝送を実現することができる。
【００４０】
　［第３の実施形態］
　続いて、上記第２の実施形態に変更を加え、制御信号毎に異なる符号化率を適用できる
ようにした本発明の第３の実施形態について説明する。
【００４１】
　図５は、符号化及びレートマッチング処理前のデータ信号のサイズ（DBS）と送信デー
タサイズ（TxBS）から求めた暫定符号化率（DBS/TxBS）から、各制御信号ｍ毎の符号化率
（Rctrl＿ｍ）を求めるためのテーブルの例である。Ack/Nack、CQI、MIMOパラメータとい
言った制御信号毎に図４と同等のテーブルが用意され、個々の制御信号の所要ＢＬＥＲを
満たすための符号化率Rctrl＿ｍ＿ｘが設定される。
【００４２】
　符号化処理後の各制御信号の総和（CCBS）は、CCBS=Σ(CCBS_m)=Σ(CBS_m/Rctrl_m)に
より算出される（但し、ｍ＝１～Ｎ：Ｎは独立な制御信号の総数とする。）。
【００４３】
　このように、移動局と無線基地局間で個々の制御情報の符号化率の求め方を定めておく
ことで、移動局は、DBS/TxBSより図５に例示したテーブル等を参照して制御信号符号化率
Rctrl_m_xを決定し、次いで、CBS/Rctrl_m_xより符号化及びレートマッチング処理後の制
御信号のサイズ（CCBS=Σ(CBS_m/Rctrl_m_x)）を算出し、次いで、TxBS-CCBSより、符号
化及びレートマッチング処理後のデータ信号のサイズ（CDBS）を算出して、すべての必要
な送信パラメータを特定する。
【００４４】
　図６は、上記のようにして得られた送信パラメータを用いて送信データを生成する移動
局の構成を表した図であり、図３の構成との相違点は、各制御信号毎に符号化及びレート
マッチング部２０１＿１～２０１＿３が設けられている点である。
【００４５】
　以上のように、各制御信号の所要ＢＬＥＲを満たすよう、制御信号の符号化が独立に行
われるような場合においても、送信パラメータ情報を増やすことなく、受信品質の安定し
たデータ転送が実現可能となる。
【００４６】
　［第４の実施形態］
　続いて、送信パラメータのオーバヘッドを低減するため、上記無線基地局が、データ信
号（Data　Signal）及び制御信号（Control　Signal）の符号化率や、符号化及びレート
マッチング処理前のデータ信号のサイズ（DBS）に代えて、制御信号の符号化率を表すイ
ンデックス値を送信パラメータに含めて送信する第４の実施形態について説明する。
【００４７】
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　まず、無線基地局は、上記した第１、第２の実施形態と同様に、データ信号の所要ＢＬ
ＥＲ（BLER_target_ctrl）を満たす制御信号（Control Signal）の符号化率（Rdat）を算
出する。
【００４８】
　次に、無線基地局は、図７に例示するテーブル等を参照して、算出した制御信号（Cont
rol Signal）の符号化率（Rdat）に対応するインデックスを求め、送信パラメータとして
移動局に通知する。
【００４９】
　移動局側においても、上記図７に例示するテーブル等を参照して、通知されたインデッ
クスから制御信号（Control Signal）の符号化率（Rdat）を求め、上記した各実施形態と
同様に、必要な送信パラメータのすべてを特定する。
【００５０】
　インデックスの数は小さいもので十分であり、このように制御信号（Control Signal）
の符号化率をインデックスにして送ることで、送信パラメータのオーバーヘッドをより一
層低減することが可能となる。また、本実施形態では、上記第２、第３の実施形態で使用
したようなテーブルの共有も不要となり、より柔軟な送信パラメータ決定アルゴリズムの
設計も可能となる。
【００５１】
　本実施形態によれば、例えば、ＴＴＩ毎に上記インデックス値を動的に変更し、制御信
号やデータ信号の所要ＢＬＥＲを随時変更することが可能となる。
【００５２】
　以上、本発明の好適な実施形態を説明したが、制御信号（Control Signal）とデータ信
号（Data Signal）と送信電力比を変えるのではなく、それぞれ必要な受信品質を確保で
きる符号化率を設定し、送信パラメータとして送信するという本発明の要旨を逸脱しない
範囲で各種の変形を行うことが可能である。
【００５３】
　例えば、上記した第２、第３の実施形態では、無線基地局と移動局で共有するテーブル
を参照して所要ＢＬＥＲを実現する例を説明したが、例えば、無線基地局と移動局で、異
なる所要ＢＬＥＲを実現するテーブルをそれぞれ有し、送信パラメータで参照するテーブ
ル（所要ＢＬＥＲ）を指示するといった変形実施も可能である。
【００５４】
　また、例えば、上記した実施形態では、受信品質パラメータとして、ＢＬＥＲ（Ｂｌｏ
ｃｋ　Ｅｒｒｏｒ　Ｒａｔｅ）を用いるものとして説明したが、その他同等受信品質パラ
メータを採用することも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】無線通信システムの概略構成を表した図である。
【図２】図１の無線基地局、移動局間の通信シーケンスを表した図である。
【図３】本発明に係る移動局の送信データ生成処理部の構成を表した図である。
【図４】符号化及びレートマッチング処理前のデータ信号のサイズ（DBS）と送信データ
サイズ（TxBS）から、制御信号符号化率（Rctrl）を求めるためのテーブルの例である。
【図５】符号化及びレートマッチング処理前のデータ信号のサイズ（DBS）と送信データ
サイズ（TxBS）から、制御信号符号化率（Rctrl）を求めるためのテーブルの別の例であ
る。
【図６】本発明に係る移動局の送信データ生成処理部の別の構成を表した図である。
【図７】インデックス値から、制御信号符号化率（Rctrl）を求めるためのテーブルの例
である。
【符号の説明】
【００５６】
　１０１　無線基地局Ａ



(10) JP 2008-193414 A 2008.8.21

　１０２　移動局Ａ
　１０３　移動局Ｂ
　２０１、２０１＿１～２０１＿３、２０２　符号化及びレートマッチング部
　２０３　物理チャネルマッピング部
　２０４　乗算器
　２０５　ＤＦＴ部
　２０６　サブキャリアマッピング部
　２０７　ＩＦＦＴ部
　２０８　ＣＰ挿入部

【図１】

【図２】

【図３】



(11) JP 2008-193414 A 2008.8.21

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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